
今回は主に乳児に関しての内容です。

子どもが育つ力を信じて！
〜担当制や日課のこと、わらべうたのこと〜

　平成 20 年に変わった「保育所保育指針」が今回は 9 年

で新改訂になります。どうしてこんなに早く内容が変わる

のでしょうか。社会の変化が教育に求める内容が変わって

きたのでしょうか。それとも科学としての教育学・発達心

理・脳科学などの進歩でしょうか。

　新改訂され 2018 年に施行予定の保育所保育指針によれ

ば、自尊心・自己制御・忍耐力といった「社会情動スキル」

やいわゆる「非認知能力」を身に着けることが強調されて

います。また、「基本的信頼感の形成の観点から「子ども

の主体性」「子どもたちの自己選択」を促しつつ、暖かく

応答的に関わる」と述べています。

　今世紀半ばにはヒトがＡＩ（人工知能）に追い越される

事態になるようです。現在の７〜８割の仕事はなくなると

も言われます。しかし、あのデカルトはヒトと機械の境目

は「言葉を使う」「自由意志がある」と言っています。

　激動する 21 世紀に生きる子どもたちの子育て−ヒトだ

からこそできる保育−を、一緒に考えてみましょう

開催日 2017. 6.3（土）

会場 静岡県総合研修所 もくせい会館 １階和室
静岡市葵区葵区鷹匠３丁目６−１

講師 神谷良恵
NPO 法人 名古屋コダーイセンター　副理事長

中島澄枝
NPO 法人 名古屋コダーイセンター　理事・体育担当

参加費 税込 3,500 円（会員税込 3,000 円）
宿泊費・食事代は含みません。託児はありません。

定員 60 名（先着順）
予約制です。FAX、E メール、電話でお申し込み下さい。

主催 百町森（ひゃくちょうもり）

３日夜：番外編１
４日朝：番外編２（ （

百町森 保育 ･ 家庭教育セミナー
2017 年

神谷良恵
（かみや 
　よしえ）
名古屋市の
公立保育園
で保育士を経験。その後名
古屋市立大学で修士を取り
2017 年春から専門学校の講
師を勤める。名古屋コダーイ
センター副理事長。 「わらべ
うた」「乳児保育」研究会を
指導。名古屋市在住。

中島澄枝（な
かしま すみえ）
現 NPO 法人名
古屋コダーイ
センター理事・
体育担当。1971 年愛知県立女子短
期大学卒。37 年間公立保育園の保
育士として働く。故中川弘一郎氏、
及び羽仁協子氏にコダーイシステム
を師事する。ハンガリーの故ルイ
ザ・オセッキー氏に幼児体育を師事
する。以来保育園の体育を実践して
きた。著書『いきいき幼児体育』（共
著）ほか。名古屋市在住。

13:00 受付　
13:30 子どもとの関係がよくなる「わらべうた」神谷良恵・中島澄枝

わらべうたは「ことば・詩」に旋律が付き、運動遊びが付く、人と人とのコミニケーションツールです。
民俗の伝承としての大和言葉の宝庫で、文学でもあり、音楽でもあり、子育ての知恵でもあります。
また日本語の特徴である強弱アクセントは、方言によってアクセントの位置が違ってくるので
旋律がとても多様で生き生きとしています。ことばの響きと旋律の間にある感覚を見つめてみましょう。
わらべうたの新しい発見があるかもしれません。
※動きやすい服装でご参加下さい。
※是非一つでよいので自分の好きなわらべうたを持って来てください。

14:50 休憩　
15:10 担当制、日課のことなど　神谷良恵・中島澄枝

「流れる日課」「育児担当制」という言葉の表現から
「流れる保育」「子どもが流れない」といった声がときどき聞こえてきます。
集団での保育でも二人称での関係（子ども一人ひとりとあなたと私の関係）、

「対面注視」がすべての情緒の成長にとって出発であることがわかってきました。
さらに、０歳時代から高い情緒的コミニケーション能力が備わっていることもわかってきました。
集団の中で複数の大人が保育する保育園において
より一人ひとりの子どもと深く結びついて保育するためには、やはり担当制は合理的です。
集団で子どもを大人の思うように動かす子ども観ではなく、

「高い自由意志」を尊重する保育が 21 世紀を生きる人間の育ちではないでしょうか。

16:30 解散・夕食・フリー

18:00 番外編１：質問コーナー　神谷良恵・中島澄枝

　   〜

19:30
お二人に質問がある方はどうぞ。
セミナー参加者は無料です。

9:00 番外編２：乳児の発達と絵本・遊具の話　柿田友広（百町森）　　

　   〜

10:30
セミナー参加者は無料です。
お帰りの際は、ぜひ百町森にもお寄りください♪

6/3（土）

6/4（日）
宿泊が必要な方は、各自でご手配下さい（裏面参照）。

番外編１のみの参加もできます。要予約
税込 600 円（会員税込 500 円）

番外編２のみの参加もできます。要予約
税込 600 円（会員税込 500 円）

参加費をお忘れなく！

場所：百町森プレイオン

場所：百町森プレイオン



お食事について
・各自でお願いします。

・もくせい会館は、飲食物の持ち込みが禁止されています。

宿泊について
・宿泊は各自でご予約ください。お早めにどうぞ。

・もくせい会館にも宿泊施設があります。

・マイホテル竜宮（TEL 054-251-1315）ですと、「百町森の

セミナー参加者」と伝えると 500 円割引になります。

キャンセルについて
・ご都合が悪くなった場合、代理の方が参加することもできま

すので、キャンセルはご遠慮ください。

服装について
・空調が強い場合があります。上着などをご持参下さい。

・動きやすい服装でおこしください。

そのほか
・託児はありません。

・番外編のみ参加の場合、１つ 600 円（会員 500 円）です。

・定員になり次第、締め切らせていただきます。

・詳しい情報をホームページに掲載します。

お申し込み方法

ご注意

会場案内図

 054-254-9173

参加される企画にチェックを入れて、合計金額をご記入ください。

セミナーに参加される方 番外編のみに参加される方

百町森会員 一般 百町森会員 一般

参加費 □ 3,000 円 □ 3,500 円 

番外編 １  質問コーナー ３日夜 □ 無料 □ 無料 □ 500 円 □ 600 円 

番外編 2  乳児の発達と絵本・遊具の話 ４日朝 □ 無料 □ 無料 □ 500 円 □ 600 円 

合計金額 3,000 円 3,500 円    円 円    

保育・家庭教育セミナー 2017　参加申込書
ふりがな 電話

勤務先
電話

お名前 FAX FAX

自宅住所　〒 勤務先住所　〒

ご連絡先 左の欄で「勤務先」をお選びの方は、

ご自宅の住所・電話・ＦＡＸの記入は

不要です。

＊お預かりした個人情報は、当セミナーに関する連絡などの目的に使用させ
ていただきます。また、次回以降のご案内をお送りすることをご了承下さ
い。その他の目的で使用することはございません。

□ご自宅　□勤務先

〒 420-0839　静岡市葵区鷹匠 1-14-12
http://www.hyakuchomori.co.jp　

ウインドリッヂ鷹匠１F
shop@hyakuchomori.co.jp

このチラシや、園用の一括申込用紙
は百町森ホームページから
ダウンロードできます。

お申し込み・お問い合わせ先　百町森（担当：山崎） TEL 054-251-8700

静岡県総合研修所
もくせい会館
TEL 054-245-1595

JR 静岡駅より約 1.3km
・徒歩約 20 分
・バス約 5 分
  （20 番のりば）

・タクシー約 5 分
百町森より徒歩 15 分

FAX

１. FAX・郵便：下の参加申込書に必要事項をご記入の上、

FAX または郵便にてお申し込みください。郵便でお申し込みの

場合は、お手元に控えを残してください。

２. お電話・メール：下の参加申込書の内容を全てお伝え下さい。

３. ホームページ：お申し込みフォームをご利用下さい。

・参加費のお支払いは、前日までの場合は、百町森まで、当日

は会場でお願いします。

・受講票（参加証）はありません。


